


ご 挨 拶

上野学園中学校・高等学校
校   長　高  橋   公三子

「笑顔」― 瞬く青春、今ここに ― をテーマに、上野学園中学校・高等学校の
第 115 回の桜鏡祭が開催されます。上野学園に学ぶ生徒は、いつも耀く笑顔を大切
にしています。同じ学び舎で過ごす友のために、自分を支えてくれる家族のために、
そして何より新たな自分を、一人ひとりの明るい未来を創造するために心を明るく照
らす笑顔を大切にしています。

桜鏡祭は、生徒の皆さんの自主性や協働性が問われ、企画力や実践力が試される
わくわくする瞬間でもあります。その中心となる桜鏡祭実行委員の皆さんが、ここまで積
み上げてきた企画が開花する時でもあります。エントランスやオープニング、装飾、中
学全体企画、演奏会とそれぞれの役割分担によって作り上げた成果を、さらにその輪
を、クラスやクラブ、学年、学校全体に広げて創りあげた桜鏡祭は、皆さんの夢の
到達点の一つです。

ご来校いただきましたご来賓、ご家族の皆さま、そして、近隣、受験生の皆さまには、
心より感謝申し上げます。

この 2 日間に結集した生徒たちの力にご期待をお寄せいただき、どうぞ温かい励まし
とご助言を賜りますようお願い申し上げます。

生徒会長
高校 2 年 F 組　　大野　尚樹

本日は上野学園桜鏡祭にお越しいただき誠にありがとうございます。今年度の桜鏡
祭は「笑顔」がテーマです。皆さまには各クラスが企画・運営する出し物や、部活動
の発表等をご覧いただき、上野学園の校舎全体に笑顔の花を咲かせてもらいたいと
思います。「瞬く青春、今ここに」というサブテーマには、各クラスが企画を考案する
に当たり、解釈に多様さが見られました。自分たちの過ごす高校生活こそが唯一無二
の“青春”であるという発想を軸に、様 な々世代が集まる桜鏡祭でその一瞬一瞬をど
う表現し体験していただくか。考え抜かれた空間を、お楽しみください。

桜鏡祭実行委員は、足を運んでくださった皆さまをどう笑顔にするのかは勿論のこ
と、在校生全員に笑顔になってもらうために出来ることを、今日まで考え続けてきまし
た。そんな私たちの努力の結晶をどうぞご堪能下さい。そして現在小学生・中学生の
皆さまには、本校へご入学する際の参考にしていただけるとありがたいです。では、
皆さまが笑顔でいる一日を。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

来校者の方々には残念ながらお楽し

みいただけませんが、高校生全員が

「２日間やりきった！」と思えるような

エンディングにします。有志の演奏も

あるのでお楽しみに！ 

 

リーダー ３年 伊藤龍之介 

今回の装飾は今年の桜鏡祭のテーマである

「青春」をもとに学生生活をより感じていただ

きたいと思い、内階段や校門を学校行事や部

活動をテーマにしてまとめました。私たちの装

飾で上野学園生がどんな「青春」を送っている

か、感じ取っていただければ幸いです。 

リーダー ３年 松本龍成 

 
 

エントランスでは、小学生以下のお子

様を対象とした下町ならではの企画

をします。毎年地域の方にも大人気

のエントランスに、是非来てくださ

い！ 

リーダー ２年 辻知也 

広報は昨年よりも質の高いチラシとブログ

を更新しつつ、地域の方も含め多くの方に

桜鏡祭に足を運んでもらえるよう、工夫して

います！昨年よりも盛り上がること間違いな

し！！ 

リーダー ２年 黒木禄 

皆で考えた演出と工夫をこらした台本、

そして部活動の協力で去年より盛り上が

った仕上がりです！オープニングを見な

きゃ桜鏡祭は始まらない！ 

 

リーダー ２年 安藤晃希 

 
 

 

桜鏡祭実行委員の班紹介 
 

【装飾】 

学校内外の飾り付けを担当する。 

1階から 9階の内階段をはじめとして 

門の外まで、その活動範囲は幅広

い。 

 

【エントランス】 

来校された全ての方に楽しんでいた

だくために、校舎入り口付近のエント

ランスを活用した企画の立案を行う。

スタンプラリーは例年大人気！ 

【広報】  

ブログの制作はもちろん、ポスター

の作成やパンフレットの編集も担当し

ている。陰で支える大事な役割！ 

 

【エンディング】  

後夜祭のことを、上野学園ではエン

ディングと呼ぶ。その企画・運営をメ

インに活動している。達成感や充実

感を味わえるような内容づくりに努め

ている。 

【オープニング】  

桜鏡祭の幕開けとなる大事な役割で

ある。毎年、人の心を掴むようなオー

プニングを作っているが、中でも書

道パフォーマンスはその年のテーマ

が描かれ、その場で飾られるため圧

巻！ 
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後夜祭のことを、上野学園ではエン

ディングと呼ぶ。その企画・運営をメ

インに活動している。達成感や充実
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桜鏡祭の幕開けとなる大事な役割で

ある。毎年、人の心を掴むようなオー

プニングを作っているが、中でも書

道パフォーマンスはその年のテーマ

が描かれ、その場で飾られるため圧

巻！ 

今年の桜鏡祭の始まりにふさわしいも
のといえば…オープニング ! 私達が主
体となって考え、行動して１つの作品
を創り上げあげました。オープニング
企画は 2 日間続くので是非いらして下
さい！

装飾班はテーマの「笑顔」を意識して、内階
段や外門の装飾を日常に近い雰囲気を出せる
ように作成しました。私たちの装飾から普段
の生活の雰囲気を味わっていただき、そこか
らテーマである「笑顔」を感じ取っていただ
けたら嬉しいです。

広報は来校者の皆様にわかりやすいパン
フレット作りを目指しています！。また、
チラシも上野学園周辺地域の方を含め多
くの方に足を運んでもらえるよう、工夫
しています！昨年度よりも盛り上がるこ
と間違いなし！！

エントランスは小学生以下のお子様
を楽しませるためにさまざまなコー
ナーを用意しています。また、鉄道
部とコラボし、ミニ電車も運行して
おります。是非、エントランスに遊
びに来てください！ 

来校者の方々には残念ながらお楽
しみいただけませんが、上野学園
生全員が「今年の桜鏡祭、最高だっ
た！」と思えるような青春の記憶に
残る、史上最高のエンディングにし
ます。

桜鏡祭の開幕を告げる大事な仕事である。

中でも有志の発表は、来た方を楽しませ

ている。朝早くから始まるが、桜鏡祭の

始まりにぴったりな盛り上がりである 。

学校内外の飾り付けを担当する。 電車や

ビル街など皆さんが日常生活の中で一度

は見たことがあるであろうものを忠実に

再現してる。ぜひ注目してみて欲しいと

ころ。 

チラシの作成やパンフレットの編集を

担当している。一見すると地味な作業

ばかりだが、桜鏡祭を成功させるため

に必要な影の立役者！

来校された小学生以下のお子様に喜んで

いただくために、校舎入り口付近の広い

スペースを活用した企画の立案を行う。

スタンプラリーは毎年大人気！

この長く楽しい桜鏡祭の締めくくり！エ

ンディング企画は短いながらもとても盛

り上がるイベントであり、この一夜の祭

のために夏休み中から計画を練り、成功

させるために班員達が活動している。
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桜 鏡 祭 日 程
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御 案 内

【 ３階 】　２１日（土）２２日（日）　食堂奥の被服室にて個別相談

【地下２階　体育館 】バトン部・軽音楽部・トランポリン部・ダンス部・中学校全体企画
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【食品】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
食品 高 3C タッピー＆つばさ タピオカ 5 階・501 6
食品 高 3D Shake it Off ふりふりポテト 5 階・502 6
食品 高 3F 食べたわかるうまいやつやん　Fコッペ コッペパン 5 階・506 6
食品 高 2F Science Labo 体験型実験 6 階・603 7
食品 高 2C 麺処谷田屋 うどん 6 階・604 7
食品 高 2E Waffle. 髙橋 ワッフル 6 階・606 7
食品 高 1SA King ＆ Pudding プリン 7 階・702 8
食品 クッキング部 ChoiceCafe 丼物・菓子・飲料 7 階・特別教室 7A 8
食品 高 3 音 A 笑籠包 演奏 / 小籠包 8 階・805 9
食品 高 3B ナタ de ぽぽん ナタデココジュース 9 階・904 10

【観賞】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
観賞 高 2B ココプラネット プラネタリウム 5 階・505 6
観賞 英語レシテーション 英語レシテーション 発表 8 階・807 9
観賞 軽音楽部 K-ON LIVE! 演奏 B2・体育館 12
観賞 中学全体 下町散歩 表現 B2・体育館 12
観賞 吹奏楽部 Wind Orchestra 演奏 石橋メモリアルホール 11

【鑑賞】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
鑑賞 筝曲 筝曲 演奏 5 階・507 6
鑑賞 長唄・三絃 長唄・三絃 演奏 5 階・507 7
鑑賞 演劇部 演劇 演劇 5 階・508 7
鑑賞 音楽科 音楽の広場 演奏 8 階・807 9
鑑賞 バトン部 ♡バトン部♡ ダンス B2・体育館 12
鑑賞 ダンス部 ダンス部単独ライブ ダンス B2・体育館 12

鑑賞 オーケストラ同好会
コーラス部

オーケストラ同好会・
コーラス部 演奏 石橋メモリアルホール 11

鑑賞 古楽同好会 古楽同好会 演奏 石橋メモリアルホール 11
鑑賞 音楽科 桜鏡祭演奏会 演奏 石橋メモリアルホール 11

【展示】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
展示 高 1D Dinstagram インスタ映えスポット 7 階・703 8
展示 書道部 書道部 半紙・半切など 9 階・902 10
展示 美術部 美術部 作品展示 9 階・906 10
展示 写真部 Photo studio 2019 写真展示 9 階・906 10

催 物 一 覧
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【体験】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
体験 高 2A Aleddin レジン体験 5 階・504 6
体験・展示 英語部 英語部 クイズ / ポスター / 展示 6 階・特別教室 6B 8
体験 高 2D 琉球アイランド アスレチック 6 階・605 7
体験 科学部 スライム研究所 スライム作り 8 階・801 9
体験・案内 桜鏡祭実行委員 桜鏡祭実行委員 手作り体験 / 案内 9 階・901 10
体験・展示 華道 華道 生け花展示 / 体験 9 階・902 10
体験 高３A あろま。 香り/ 制作 9 階・903 10
体験・展示 鉄道部 鉄道部 模型展示 / ミニ電車 9 階・905 10
体験 トランポリン部 トランポリン部公開練習と体験会 公開練習 / 体験会 B2・体育館 12

【ゲーム】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
ゲーム 高 3E イッツ・ア・スモールダンジョン 脱出迷路 5 階・503 6
ゲーム・体験 高 1E ホバークラフト de ジャングルモンスター 体験型アトラクション 6 階・601 7
ゲーム・体験 高 1F 家本せんべい 落書きせんべい＆人探しゲーム 6 階・602 7
ゲーム 高１C ゲームラボ本田店 ゲーム 7 階・704 8
ゲーム 高１B VS 梶（くわじ） ゲーム 7 階・705 8

【喫茶】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ
喫茶 茶道 茶道 抹茶 / 和菓子 5 階・507 6
喫茶 高１音 A Café affabile 演奏 / お菓子・飲み物 8 階・803 9
喫茶 高２音Ａ Show アイス 演奏 / シューアイス 8 階・804 9
喫茶 桜友会 友 喫茶店 8 階・808 9

【販売】
ジャンル 学年・クラス タイトル（店名） 内容 フロア・教室 ページ

販売 アニメーション部 アニメーションのスペルって
間違いやすくない？ 部誌・色紙販売 6 階・特別教室 6A 8

販売 学園会 学園会バザー バザー 7 階・710 8
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催 物 紹 介
【5F】

僕はタッピー！タピオカの妖
精だっピー！二層ドリンクも用
意してるので you もタピっちゃ
いなよ！！

振って楽しい！食べておいし
い！ポテトを食べずに桜鏡祭は
終われない！迫力ある装飾があ
なたを待ってます！

＜高 3Ｃ・５０１＞  坂井響一郎・斎藤さらら ＜高３D・５０２＞　川内涼稀・福岡千尋

トンネルをくぐったら自分が
ちっちゃくなっちゃった！？こ
こは子供の部屋…君はおもちゃ
達から脱出できるのか

自分で身に付けても良し、友
達・家族・恋人にプレゼントし
ても良しのみんなで笑顔になれ
るレジン体験です！

＜高３Ｅ・５０３＞　鈴木瑠維・高見美香 ＜高２A・５０４＞　長谷川憂・鈴木愛美

宇宙をテーマにしたプラネタ
リウムをやっています！ぜひ、
宇宙旅行に参加してみてくださ
い。

私らが提供するのは、店名で
分かる通り、たべたらわかる、
うまいコッペパン！皆さんを笑
顔にしていきます！

＜高２Ｂ・５０５＞　近喰紳之祐・中村有夢 ＜高３Ｆ・５０６＞　根岸喜勝・松岡紗里菜

今年は、ジブリの馴染みのあ
る曲から箏の音色を活かした曲
まで幅広く演奏します。

美味しい和菓子と抹茶を用意
しています。着物を着た生徒の
本格的なお点前が見られるので
ぜひお越し下さい。

＜箏曲・５０７＞ ＜茶道 ・５０７＞
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【6F】　……………………………………………………

こんにちは長唄・三絃部です。
繊細で美しい音色をぜひお聴き
下さい。

演劇部は今年 7 人の新入部員
が入り、昨年の 2 倍の役者で今
までより良い劇を作りました！
ぜひ来て下さい！

＜長唄三絃・５０７＞ ＜演劇部・５０８＞

私達はホバークラフトという体
験型アトラクションを行います。
皆さんで体験してみませんか？

私達は体験型食品店を行いま
す。ゲームに参加し、落書きせ
んべいを楽しみませんか？

＜高１Ｅ・６０１＞　中山瑞葵・小松俊利 ＜高1Ｆ・６０２＞　大熊洋江・家本大輝

私達は体験型実験カフェを行
います。自分で作って食べられ
るスライムやツートンドリンク
を食べてみませんか

桜鏡祭の中で数少ない主食部
門！珍しい味と「和」をイメー
ジした装飾で、皆さんに笑顔を
お届けします！

＜高２F・６０３＞　冨張青・山本藍 ＜高２C・６０４＞　齋藤希洸・増間由佳

めんそ～れ！アドベンチャー
で沖縄を全身で感じてみません
か？景品もあるよ！

好きなトッピングができる
ワッフルとファンタジーな装
飾！ぜひ Waffle. 髙橋へお越し
ください！

＜高２D・６０５＞　髙垣和奏・横田和真 ＜高２E・６０６＞　清水杏奈・森脇大智
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部員達が全力で描いた色紙
や部誌を販売します！部員とア
ニメや絵の描き方などで語るこ
ともできるのでぜひお越し下さ
い！

今年も英語部でクイズをやり
ます。英語が苦手な人も、簡単
な問題なので是非チャレンジし
に来てください！

＜アニメーション部・特別教室６A ＞ ＜英語部・特別教室６Ｂ＞

あまーいプリンとほろにがい
チョコプリンの虜になってみませ
んか？笑顔でおもてなしします！
ぜひ‼

「この１枚を青春に」をテーマ
にして最高の映えスポットを作
りました。ぜひカメラを持って
おこしください。

＜高１ＳＡ・７０２＞  三品舞帆・髙橋龍ノ介 ＜高１D・７０3＞　長島日向子・宮崎柳介

私達 1 年 C 組は、射的・UFO
キャッチャー・ストラックアウト
をやります。老若男女楽しめます。

私たちの学校にあの伝説の怪
物、梶（くわじ）が現れた！是
非皆さんでゲームを通して梶を
倒しに来てください！

＜高１C・７０4 ＞　竹内佑・小林希美 ＜高１B・７０５＞　藤井くるみ・岡村朋弥

【7F】　……………………………………………………

今年も、3 種類の丼ぶりと 3
種類のお菓子と飲み物を販売し
ます。おいしいのでぜひ来てく
ださい！

掘出し物発見 !? かも !! おに
ぎり・パンの軽食販売。楽しい
体験コーナーやクジ引きもある
よ！是非遊びに来てネ♡

＜クッキング部・特別教室 7A＞  ＜学園会バザー・７１０会議室＞
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【8F】　……………………………………………………
嫌なことがあっても、スライム

を無心でこねているうちにストレ
ス発散されること間違いなし！

上野学園中学校独自の学習の
取り組みや、日頃の生活の様子
などを展示します。是非、ご覧
下さい。

＜科学部・８０１＞ ＜中学学習展示・特別教室 8A ＞

私たちは休憩所をイメージし
たリラックスできる空間を作り
ました！ゆったりとした時間を
お楽しみ下さい。

大人気のシューアイス。飲み
物セットでお手頃価格！名曲を
聴ける穏やかなカフェです。ぜ
ひお越しください！

＜高１音Ａ・８０３＞　榎原萌愛・山﨑雄斗 ＜高２音Ａ・８０４＞　菅原彪流・末永萌夏

上野学園を知る人なら誰もが
懐かしいと思える空間です。是
非、おいで下さい。

小籠包とお茶のセットで 100
円です！誰もが 1 度は聴いたこ
とがある曲の演奏と共に笑顔を
お届けします！

中学校音楽コース・音楽専門
/ 高等学校音楽科生徒による活
気ある演奏会です。是非お聴き
ください。

＜高３音Ａ・８０５＞　岩㟢裕樹・尾形空海 ＜音楽の広場・８０７＞

＜桜友会・808 ＞

英語コンテストで入賞した生
徒達による発表を行います。入
賞者達の発表を是非聞きに来て
下さい。

〈英語レシテーション・807〉
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ナタデココって好きですか？
自分でトッピングを選べるナタ
デココジュースで楽しくおいし
くハッピーに！♪

今年もエントランスでミニ電
車やります！模型の展示・物販
もあるので是非来てください！

＜高 3Ｂ・９０４＞　鳥毛聖・小根山明利 ＜鉄道部・905 ＞

今年も、フラワーアレンジメン
ト体験をします。お土産にぜひ！
部員の生け花の展示も見に来てく
ださい！

ろうを溶かして固めるだけの
簡単アロマワックスバー！綺麗
な花と心地よい匂いであなたの
心を癒します :）

＜華道・９０２＞ ＜高 3A・９０３＞　角谷哲・中本成美

今年もやります！お子様対象の
企画から、桜鏡祭のご案内まで。
どうぞお気軽に！！

「 笑 顔 」 を イ メ ー ジ し た パ
フォーマンスと作品の展示をし
ます。体験コーナーもあるので
是非来てください！

＜桜鏡祭本部・９０１＞ ＜書道部・９０２＞

【9F】　……………………………………………………

活動中に制作したデッサンな
どを展示しています。絵を描く
ことが好きな人もそうではない
人も是非いらしてください !

去年よりもレベルアップした
作品や新入部員の初々しい作品
まで、部員が撮った写真をたく
さん展示します！

＜美術部・906 ＞ ＜写真部・906 ＞
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【石橋メモリアルホール】…………………………………
コンクールを通して深まった

団結力と共に文化祭のテーマで
もある笑顔に皆さんがなれるよ
うな演奏をします。

美しいオーケストラの音色と
コーラスの歌声で皆さんがよく
ご存じの名曲をお送りします！
是非お越しください。

＜吹奏楽部＞ ＜オーケストラ同好会・コーラス部＞

古楽器、ヴィオラ・ダ・ガン
バの深みのある音を皆様に体感
して頂けたら幸いです！ぜひお
越しください。

中学校音楽コース・音楽専門
/ 高等学校音楽科の生徒のソロ
演奏や古典舞踏の演奏会です。
ぜひお越し下さい。

＜古楽同好会＞ ＜桜鏡祭演奏会＞
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【体育館】…………………………………………………
こんにちは！！バトン部です。

Cute で かわ い い 曲 や Cool で
大人っぽいダンス衣装もレベル
UP！是非来てね♡

トランポリン部は公開練習と
体験会を開催します‼空跳ぶ非
日常を体験してみませんか？お
待ちしています‼

＜バトン部＞ ＜トランポリン部＞

個性、みんなで盛り上がれる
ダンス LIVE へようこそ！ダン
スはもちろん今年は演出が…面
白いんです！！ 

桜鏡祭といえば軽音 LIVE！！！
愉快な部員たちと共に盛り上がろ
うぜっ！

＜ダンス部＞ ＜軽音部＞

「自ら考え、表現する」ことを
テーマにした中学生の発表会。
劇や音楽など班ごとの工夫をお
楽しみください☆

＜中学全体企画＞
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編集後記 
　この編集後記を書いているのは 7 月下旬。私は昨年、上野学園生になって最初の桜鏡祭を実行委員
として迎えた。昨年は特定の仕事しか担当していなかったが、今年は 2 年生となり、広報班のリー
ダーという立場に立ち、全く違う景色を見ている。 今年の桜鏡祭は在校生も来校者の皆様にも、「笑
顔」になってもらえるような工夫を施している。上野学園では催物を行う全ての団体に企画書の提出
が求められており、各クラスの総務委員はクラス企画のためにプレゼンテーションまでこなす。「笑
顔」というテーマや「瞬く青春、今ここに」というサブテーマをどう捉え、催物にどう反映させたのか。
それぞれ理由やストーリーがある。これを知るのも桜鏡祭の１つの楽しみ方だろう。 最後になります
が、本日はご来校いただきましてありがとうございます。桜鏡祭を存分にお楽しみください。

広報班リーダー 高校 2 年 B 組　佐川愛弥

　今年は元号が「令和」に変わってから、最初の桜鏡祭になりました！ 「平成」という、一時代が終わ
りまた新たなスタートを切った桜鏡祭。昨年度を振り返りつつ、上野学園生が楽しみにしていること、
そして今年の桜鏡祭の見どころを紹介していこうと思います！そのために桜鏡祭実行委員の皆さんに３
つのアンケートに答えてもらいました！これを参考にして、初めて桜鏡祭に来た人にも存分に楽しんで
もらえたらと思います！ 

　エンディングが印象に残っているという人が多くいました！エンディングとは、在校生だけが参加で
き、企画賞、食品賞、ルームデザイン賞、クラス T シャツ賞、桜鏡祭実行委員賞の５つの桜鏡祭コンテ
ストの発表や有志のパフォーマンスなどで盛り上がる一大イベントです。実行委員としても、エンディ
ングは長い夏の終わりを告げる印象深い瞬間です。

　クラス企画や部活などの催しと答える人が多くいました！毎年、各クラス・部活動が個性的な演出で
来校者や在校生を楽しませています。今年はどのように来た人を楽しませてくれるのか楽しみですね！ 

　“ 校内装飾 ” と答える人が多くいました！企画書提出の際、クラス装飾に求められるのは「異空間」です。
各クラスの教室が、普段の様子とはガラッと変わって皆さんを待っていますよ！また、学校内の共有ス
ペースに施される装飾は毎年とても良い仕上がりになっています。今年は上野学園の校舎の高さを利用
し内階段で地上から空の上までを表現しました。桜鏡祭実行委員が夏休み中から一生懸命作った努力の
結晶なので是非注目してみてください！ 

　いかがでしょう？桜鏡祭の魅力がわかっていただけたでしょうか？なかなか伝わらなかったという方
は実際に目で見て感じたものを信じてください。その目で見たものが上野学園の魅力です！ 

桜鏡祭の楽しみポイント！

《①在校生ならでは !?昨年度の思い出》

《②今年度楽しみたい事》

《③今年度の見どころ》 
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笑顔
第115回桜鏡祭テーマ

〜瞬く青春、今ここに〜

テーマ由来
桜鏡祭は、「みんなで楽しみたい」という思いが強い行事だからです。
 高校３年Ａ組　倉間結衣
サブテーマ由来
青春は人生で一瞬の思い出なので、一瞬の青春を桜鏡祭にぶつけていこうという気持ちを込
めました　
 高校２年Ｃ組　玉名栞
ポスターデザイン
サブテーマである「瞬く青春」を受けて、青春の 1 ページ 1 ページを閉じ込める“写真”をテー
マにしてみました。未来への架け橋を、そして青春の 1 枚 1 枚を胸に抱いて。
 高校 3 年 B 組　酒井俊雄

【生徒会】
大野尚樹（高 2F・生徒会長・桜鏡祭実行委員長）
伊藤明純（高 2E・副会長） 髙瀬由妃（高 2F・書記）
岩瀨優柚（高 1SA・会計） 溝井茜（高 1SA・会計）
池田羽琉花（中 3A・副会長） 上原和也（中 2A・書記）

【桜鏡祭実行委員】
〔 中 学 〕 〈中 1A〉柴本柚・山路朔功 〈中 1B〉稲垣永将・松永峻
 〈中 2A〉雨宮美姫・島田奏祐 〈中 2B〉糀谷遥・前田浬音
 〈中 3A〉行川侑里・芳賀琴音 〈中 3B〉菅原桃花・村永琳音

〔 高 校 〕 〈高 1SA〉石田萌々子・民谷百合 〈高１B〉浮邉友華梨・中野美咲・古地舞子
 〈高 1C〉漆田麻衣・河原柊太 〈高 1D〉岩田姫菜・岡﨑奏葉
 〈高 1E〉佐藤萌生・平田心乃美 
 〈高 1F〉工藤慧子・成田妃那
 〈高 2A〉大根遥歌・小髙翔流（オープニング班リーダー） 
 〈高 2B〉天尾一輝・佐川愛弥（広報班リーダー）
 〈高 2C〉大谷雪乃・瀧澤マーク・野口大輝・水越こころ
 〈高 2D〉柳祐一・米澤美咲
 〈高 2E〉池永優萌子（装飾班リーダー）・留目亜佳里
 〈高 2F〉大久保皓太（エンディング班リーダー）
 〈高 2 音Ａ〉飯野真美（エントランス班リーダー）
 〈高 3B〉渡辺光 〈高 3D〉青木灯
 〈高 3E〉川崎琴音・武藤真敬 〈高 3F〉橋本ジェムス
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緊急時避難について
上野学園中学校・高等学校

本日は桜鏡祭にご来校ありがとうございます。
緊急時の対応につきまして、本校では以下のように対応して

おります。

＜地震発生時＞
ガラス、落下するおそれのあるものから離れて放送での指示
をお待ち下さい。（本校校舎は耐震構造設計がされているため、
校外への避難よりも校内待機の方が安全とされています）

＜火災発生時＞
教職員の誘導に従い、南北両階段（エレベーターホール脇・
貨物用エレベーター脇）を使用して１階から校外へと避難を
お願い致します。

緊急放送が入りましたら、落ち着いて放送の指示に従うようお
願い致します。
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